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南伊豆に今、何が起こっているのか？ (簡略版) 

～ 渥美半島の風車被害から学ぶこと～ 

 M・M ＆ Y・C     

◆ ・・・・・ 真実を知りたい ・・・・・◆ 

 

静岡県南伊豆町に巨大な風車 17基を建てる計画がある。 

伊豆半島突端の小さな山々の尾根を削って風車が建ち並ぶ。 

住民の安全は守られるのだろうか？ 

自然環境は大丈夫なのだろうか？ 

安心の確約は何ひとつなく、不安は大きくなるばかり。 

 

「実際に風車と暮らす人々の話を聞きたい。」 

我が町にやって来る予定の風車がどのようなものなのか体験したい。 

私達は風車と共に暮らす町・渥美半島を目指して出発した。 

 

 

４日間の行程  

★１日目（晴れ～夜/雨・風速１～２m） 

A.M.10:00・・南伊豆出発  

P.M.4:00・・豊橋市・細谷風力発電所（GE・1,500kw） 

P.M.9:30・・田原市・久美原風力発電所（GE・1,500kw） 

★２日目（曇り～夜/雨・風速２～1.2m） 

A.M.10:00・・田原市・渥美風力発電所（ベスタス・2,000kw） 

P.M.3:00・・田原リサイクルセンター風力発電所（リパワー・1,980kw） 

P.M.4:00・・田原市・田原臨海風力発電所（ベスタス・2,000kw） 

P.M.7:00・・久美原風力発電所  

★３日目（晴れ・風速８～16m） 

A.M.7:00・・田原市・久美原風力発電所（GE・1,500kw） 

A.M.11:00・・渥美風力発電所（ベスタス・2,000kw） 

P.M.3:00～P.M.8:30・・田原臨海風力発電所（ベスタス・2,000kw） 

★４日目（晴れ・風速 3.4～６m） 

A.M.10:00・・田原臨海風力発電所並びに細谷風力発電所に於ての証言  

P.M.2:00・・・帰路につく 

   

 

※      線は南伊豆町に建設予定の機種ベスタス(デンマーク製)です。 

※ 赤字で表記した発電所は、南伊豆町に建設予定の石廊崎石廊崎石廊崎石廊崎・・・・大瀬風力発電事業大瀬風力発電事業大瀬風力発電事業大瀬風力発電事業に 

関わる事業者が運営しています。 
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★★★★    一日目一日目一日目一日目                    2008200820082008．．．．11111111．．．．26262626（（（（水水水水））））・・・・晴晴晴晴れれれれ 

AM.10:00 

南伊豆町出発。 

  

PM.4:00（風速は 1～2m、南西の風） 

《細谷風力発電所》到着。 

キャベツ畑が広がりどこまでも平地が続く夕景の中に、突然風車が目に飛び込んで来た。 

その風車から 1キロ以上離れているにも関わらず、夜眠れないなどの症状を訴えている“Mさん”にお会いして話を伺

うことができた。ブレードは、今にも止まりそうな速度でゆっくり回っている。風車からの音はこの風況では聴こえない。

普段も耳で捉える音はほとんどないそうだ。では何故、音は小さいのにこんなに苦しんでいらっしゃるのか？ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

①①①①    ＭＭＭＭさんのさんのさんのさんの話話話話    

「「「「音音音音はしないのにはしないのにはしないのにはしないのに、、、、夜眠夜眠夜眠夜眠れないれないれないれない。。。。眠眠眠眠りにりにりにりに就就就就いてもいてもいてもいても夜中夜中夜中夜中２２２２時時時時かかかか３３３３時頃時頃時頃時頃になるとになるとになるとになると、、、、毎晩妙毎晩妙毎晩妙毎晩妙なななな感感感感じじじじでででで目目目目がががが覚覚覚覚めてしまうめてしまうめてしまうめてしまう。。。。音音音音でででで

はなくはなくはなくはなく、、、、頭頭頭頭のののの中中中中、、、、耳耳耳耳のののの奥奥奥奥でででで『『『『グワグワグワグワ－－－－・・・・グワグワグワグワ－－－－』』』』とととと    渦渦渦渦まくようにまくようにまくようにまくように聞聞聞聞こえてくるこえてくるこえてくるこえてくる。。。。それがそれがそれがそれが気気気気になりになりになりになり始始始始めるとそのめるとそのめるとそのめるとその時点時点時点時点からもからもからもからも

うううう眠眠眠眠るるるる事事事事ができないができないができないができない。。。。」」」」 

 

風車稼働後、半年経ってから不眠症状が出始め、最初はなぜなのか分らなかったが、だんだんとその響きのリズムが風車

の回転と一致している事に気がついたと言う。 

 

｢｢｢｢頭頭頭頭のののの中中中中でででで何何何何かがかがかがかが渦巻渦巻渦巻渦巻くくくく感覚感覚感覚感覚でででで眠眠眠眠るるるる事事事事ができないができないができないができない。。。。今今今今でもでもでもでも睡眠不足睡眠不足睡眠不足睡眠不足のののの状態状態状態状態がずっとがずっとがずっとがずっと続続続続いているいているいているいている。。。。｣｣｣｣結果、昼間の仕事中に

眠くなる。・・・ついに先日も、日中の仕事で運転中に睡魔に襲われ、車をぶつける、という事故を起こしてしまった。

夫婦で老後をこの地で送ろうと楽しみにしていたのに、「「「「妻妻妻妻はははは““““眠眠眠眠れないれないれないれない苦苦苦苦しさしさしさしさ””””からからからから避難避難避難避難するするするする為為為為、、、、実家実家実家実家にににに帰帰帰帰ってしまいってしまいってしまいってしまい、、、、

このこのこのこの家家家家にににに戻戻戻戻れずやむなくれずやむなくれずやむなくれずやむなく別居別居別居別居生活生活生活生活がががが続続続続いているいているいているいている。。。。」」」」    

    

｢｢｢｢たったたったたったたった１１１１基基基基のののの風車風車風車風車がががが建建建建ったおかげでったおかげでったおかげでったおかげで被害被害被害被害はははは甚大甚大甚大甚大、、、、生活生活生活生活はめちゃはめちゃはめちゃはめちゃくくくくちゃだちゃだちゃだちゃだ。。。。今今今今でもでもでもでも月一月一月一月一でででで事業者事業者事業者事業者とととと話話話話をををを続続続続けているけているけているけている。。。。｣｣｣｣Ｍ

さんは将来、この土地を切り売りしたいと思っていた。｢｢｢｢しかししかししかししかし、、、、こんなこんなこんなこんな状況状況状況状況のののの土地土地土地土地になってしまってはになってしまってはになってしまってはになってしまっては欲欲欲欲しがるしがるしがるしがる人人人人もいもいもいもい

ないないないないだろうだろうだろうだろう・・・・・・・・・・・・｣｣｣｣と語ってくださった。 

 

風車からの距離がある程度離れていても、聴こえない音(低周波音)に苦しめられている方が存在する事に驚いた。（低周

波曝露による）““““風車病風車病風車病風車病””””というというというという病名病名病名病名ははははまだまだまだまだ確立確立確立確立されてされてされてされておらずおらずおらずおらず、、、、誰誰誰誰にもにもにもにも認認認認めてもらえないめてもらえないめてもらえないめてもらえない。。。。体調を崩した上、ご夫婦が一

緒に暮らせない。“たった１基の風車”で未来設計を壊され、生活は一変した。風車が身近にやってくる現実を、いきな

り初日から目の当たりにした。 

  

PM.9:30   (風速１～２ｍ) 

田原市六連町に到着。日が落ちてから曇り、小雨がぱらつき始めた。 

細谷風力発電所は『豊橋市』、久美原風力発電所は六連という所にあり、『田原市』となる。離れた場所だが、事業者は同

じ“M 社”が 建てたものだ。まずは、久美原風車の傍まで行き状況を確認した。ブレードはゆっくり回ったり、止まっ

たりの繰り返し。・・・にもかかわらず、タワータワータワータワーのののの中中中中からからからから『『『『異音異音異音異音』』』』がする。ウ゛～ン という低い機械音、それと同時に イ

～～ン゛と頭の先を通過するような高音が、同時に体を突き抜けて行く。更に風切り音がジュワン・ジュワンと体を包み

込む。 
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Oさん宅近くより久美原風力発電所を望む 

そこを離れ、風車から 350m の所で被害を受けているＯさ

んのお宅に行き話を伺った。 

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

②②②② O O O O さんのさんのさんのさんの話話話話 

「「「「風切風切風切風切りりりり音音音音がががが    『『『『シューシューシューシュー・・・・シューシューシューシュー！』！』！』！』とととと聴聴聴聴こえこえこえこえ続続続続けけけけ、、、、機械機械機械機械かかかか

らららら出出出出るるるる『『『『ピィピィピィピィ～～～～ンンンン』』』』というというというという高高高高いいいい音音音音やややや、『、『、『、『ウウウウ゛゙゙゙～～～～ンンンン』』』』というというというという    低低低低

くくくく唸唸唸唸るようなるようなるようなるような音音音音などなどなどなど数種数種数種数種がががが連続連続連続連続でででで襲襲襲襲うううう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、家家家家のののの壁壁壁壁やややや

床床床床がががが振動振動振動振動しししし続続続続けるけるけるける。。。。」」」」    

    

｢｢｢｢風車風車風車風車がががが建建建建ってってってって以来以来以来以来、、、、風車風車風車風車からのからのからのからの音音音音でででで耳耳耳耳がずっとがずっとがずっとがずっと痛痛痛痛くくくく、、、、頭頭頭頭のののの

後後後後ろろろろ・・・・首首首首のののの後後後後ろあたりがろあたりがろあたりがろあたりが、、、、いつもいつもいつもいつも重重重重いいいい。。。。｣｣｣｣    

｢｢｢｢寝寝寝寝るるるる為為為為にからだをにからだをにからだをにからだを横横横横たえるとたえるとたえるとたえると、、、、からだからだからだからだ全体全体全体全体でででで音音音音とととと振動振動振動振動をををを受受受受

けるのでけるのでけるのでけるので、、、、とてもとてもとてもとても眠眠眠眠れるものではないれるものではないれるものではないれるものではない。。。。自宅自宅自宅自宅はははは住住住住めるめるめるめる家家家家でででで

はなくなったはなくなったはなくなったはなくなった。。。。｣｣｣｣ 

 

「「「「今今今今はははは離離離離れたところにれたところにれたところにれたところに自費自費自費自費ででででアパートアパートアパートアパートをををを借借借借りりりり、、、、夜夜夜夜になるとになるとになるとになると毎晩家族毎晩家族毎晩家族毎晩家族でででで避難避難避難避難しているしているしているしている。。。。」」」」と、稼動後からずっと続く様子を

話してくださった。風車から近い事もあり、被害状況はかなりひどい。事業者は、そのような被害を近隣に与えた事に対

し、きちんと“根本的な解決”に向けて対処したのか？業者の講じた策は次の話に含まれる。 

 

ＯＯＯＯさんのさんのさんのさんの話話話話 ( ( ( (つづきつづきつづきつづき))))    

「「「「風車風車風車風車がががが稼動稼動稼動稼動してすぐにしてすぐにしてすぐにしてすぐに、、、、( 健康被害を含めた )このこのこのこの事態事態事態事態がががが発生発生発生発生したしたしたした。。。。このこのこのこの事態事態事態事態をををを何何何何とかするようとかするようとかするようとかするよう、、、、事業者事業者事業者事業者にににに毎週毎週毎週毎週２２２２～～～～３３３３

回回回回はははは電話電話電話電話をかけをかけをかけをかけ続続続続けけけけたたたた。。。。」」」」対応は早く、測定をするという事で、ひと月の間に３回くらい業者が測定しに来て中間報告を

出した。 

・騒音＝問題なし（基準値を越えていない） 

・低周波＝出ている（参照値を越えている） 

・床面の振動あり 

 

しかし、報告報告報告報告はははは出出出出すがすがすがすが詳細詳細詳細詳細なななな測定測定測定測定データデータデータデータはははは全全全全くくくく出出出出さないさないさないさない。。。。それでも最初のうちは避難場所として、事業者はホテルを提

供した。その間に風車本体の防音工事と、本体が振動しないよう耐震用のバーを入れたという報告をもらった。 

「処置をした」という事業者からの連絡でホテルから自宅へ戻ったが、自宅の被害状況は変わっていなかった。振動(低

周波)も騒音も依然として何も変わっていない。防音工事に何の意味があったのか・・・。本当に工事を行ったのか？と

思ったほどだ。 

 

次の対策として、自宅に二重サッシを入れた。多少は音が小さくなったが、やはり効果はなく、気になる音は聞こえ続け、

家の振動は現在も続く。 

｢｢｢｢両親両親両親両親がががが住住住住むむむむ部屋部屋部屋部屋はははは二重二重二重二重サッシサッシサッシサッシでででで多少多少多少多少はははは音音音音のののの軽軽軽軽減減減減ができたのでができたのでができたのでができたので、、、、なんとかなんとかなんとかなんとか““““我慢我慢我慢我慢””””をしてをしてをしてをして住住住住んでいるがんでいるがんでいるがんでいるが、、、、こちらこちらこちらこちら側側側側( O( O( O( O ささささ

んがんがんがんが住住住住むむむむ部屋部屋部屋部屋))))はそのはそのはそのはその工事工事工事工事をををを施施施施してもやはりしてもやはりしてもやはりしてもやはり住住住住めるめるめるめる家家家家にはにはにはには戻戻戻戻らないらないらないらない。。。。｣｣｣｣    

生活を一変させ、苦痛を与えた上に我慢までさせる。そんな巨大な人工物を建てた事に対する事業者の処置は、その場し

のぎであって“根本的な解決”には ほど遠いものだった。 

「「「「事業者事業者事業者事業者がががが測定測定測定測定をしたをしたをしたをした後後後後、、、、詳細詳細詳細詳細なななな測定測定測定測定データデータデータデータをどうしてもをどうしてもをどうしてもをどうしても出出出出してくれないのでしてくれないのでしてくれないのでしてくれないので、、、、中部電力中部電力中部電力中部電力にににに測定測定測定測定をををを申申申申しししし込込込込んだんだんだんだ。。。。中部電中部電中部電中部電

力力力力もももも測定測定測定測定にににに来来来来たがたがたがたが、、、、やはりやはりやはりやはり測定結果測定結果測定結果測定結果ののののデータデータデータデータはははは、、、、公表公表公表公表してくれなしてくれなしてくれなしてくれなかったかったかったかった。。。。」」」」    
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O さんは最終的に、愛知県に測定を頼むことにした。「「「「風風風風のほとんどないのほとんどないのほとんどないのほとんどない日日日日にににに数時間測数時間測数時間測数時間測りにりにりにりに来来来来たたたた。。。。」」」」（計２回）県の結果は、

『騒音は、基準値以下』という事で処理されてしまった。 

 

「「「「これだけこれだけこれだけこれだけ訴訴訴訴ええええ続続続続けてもけてもけてもけても何何何何もももも改善改善改善改善されないされないされないされない。。。。    人人人人    としてとしてとしてとして最低限最低限最低限最低限のののの安全安全安全安全なななな生活生活生活生活がががが戻戻戻戻るにはるにはるにはるには、、、、このこのこのこの風車風車風車風車をををを止止止止めてもらうかめてもらうかめてもらうかめてもらうか、、、、

撤去撤去撤去撤去してもらうしかないとしてもらうしかないとしてもらうしかないとしてもらうしかないと思思思思っているっているっているっている。」。」。」。」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

事業優先事業優先事業優先事業優先、、、、事業事業事業事業ありきでありきでありきでありきで進進進進んでいくんでいくんでいくんでいく不条理不条理不条理不条理なななな現実現実現実現実。。。。健康を害し、苦痛を訴える人達の声は拡がらないように、やんわり

と抑え込まれていく。一体何の為、誰の為の風車か？建ってしまったらもう遅く、事業者も行政も他人事。被害者被害者被害者被害者のののの声声声声はははは

どこへもどこへもどこへもどこへも届届届届かないのかないのかないのかないのかかかか。。。。    

 

小小小小さなさなさなさな子供子供子供子供さんをさんをさんをさんを持持持持つつつつ彼彼彼彼らがらがらがらが、、、、これこれこれこれらのらのらのらの被害被害被害被害をををを我慢我慢我慢我慢しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない理由理由理由理由はははは何何何何ももももないないないない。。。。

まったくもってまったくもってまったくもってまったくもって理不尽理不尽理不尽理不尽なななな話話話話だだだだ。。。。    

    

    

★★★★    二日目二日目二日目二日目                    2008200820082008・・・・11111111・・・・27272727（（（（木木木木）））） 

A.M.10:00  （風速２ｍ） 

《渥美風力発電所》へ到着。（南伊豆町に建つ風車と同じ物） 

 

 

厚美風力発電所 

伊良湖手前で 42号線を右折、丘の向こう側に風車

が見え始める。『で、でかい！！』と仰天！今まで

見た どの風車より遥かに大きい！数キロ離れて

いても目の前に建っているようだ。ブレードの直

径は、天城ループ橋とちょうど同じ大きさ。あれ

が立ち上がった状態なのだな・・と、その巨大さ

にたじろいだ。 

「白い巨大な槍」が丘全体に突き刺さっているよ

うに感じられた。 

 

風車の建つ山へ近づく。今日は風が弱く、風車は

殆ど回っていない。明日は風が吹くという予報な

ので、本日のこの場所でのチェックはここまでに 

して、田原臨海公園方面・田原埠頭（トヨタ自動車工場）に建つベスタスを見に向かった。 

 

PM.3:00  (風速１・２ｍ) 

トヨタ自動車工場を中心に田原臨海エコ・パーク、田原市リサイクルセンターが並び、大規模なウィンド・ファームとな

っている。見上げるとブレードはゆっくりだが回っている。このリサイクルセンターのリパワー１基は、かろうじて回っ

ている状態でも、風車近くは、風切り音の「シュ！～～ワ～ン゛、シユ！～～ワ～ン゛、シュ！～～ワ～ン゛」という大

きな音が、上から落ちてくる。これだけ大きな風車なら、当然とも言えそうだが。数百メートル離れてみても、風切り音
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は耳に入ってくる。“終わりのない音”がだんだんつらくなってきたので、リサイクルセンターから、エコ・パークの風

車へ移動した。 

 

PM.４:00  (風速１～２・４ｍ) 

《田原臨海風力発電所》へ到着。 

 

南伊豆町に建つ予定の機種と同じ出力だが、タワーの高さが 11m低い。11m違うと印象は随分違う。近くで見るとどち

らも『異様にでかい人工物』だが、遠くで見ると“ 頭でっかちの巨大風車 ”が乱立している印象だ。臨海公園へ行く道 

 

田原臨海エコパーク内の風車 ベスタス 2000kw 

路は中央分離帯が幅広くとられ、分離帯に植え込み

まで施されている広めの対面通行だ。 

その道沿いに２基。それも道路脇ギリギリに建って

いる。 

 

道路脇ギリギリに建てられているのは、「タワー部

分」である。タワー部分が 道路沿いなのだから、

当然上を見上げればブレードブレードブレードブレードがががが覆覆覆覆いかぶさるいかぶさるいかぶさるいかぶさる様様様様にににに

道路道路道路道路のののの真上真上真上真上でででで風風風風をををを切切切切るるるる事事事事になるになるになるになる。。。。つまり、道路脇に

建った風車のブレードは、殆どの確率で道路道路道路道路のののの上上上上にににに    

40m40m40m40m突突突突きききき出出出出してしてしてして回回回回るるるる事事事事になるになるになるになる。。。。    

    

広い対面道路の両面をブレードが覆う為、逃げ場が

ない。ブレードが シュッシュと回るその下を通ら

なければ公園に着かないのだ。 

通過しようとする真上で巨大な人工物がグルグル回る様はとても怖い。。セットセットセットセット・・・・バックバックバックバックもももも何何何何もあったものではないもあったものではないもあったものではないもあったものではない。。。。「我

が社の風車は、こんなに近くても安全、危険はありません。道路上にそびえる風車、美しいでしょう！？」・・・と言わ

んばかりの建て方である。 

 

埠頭の突きあたり右手に２基。 

以前、南伊豆南伊豆南伊豆南伊豆のののの風車風車風車風車をををを計画計画計画計画したしたしたした業者業者業者業者はははは「「「「機械機械機械機械のののの音音音音はないはないはないはない。。。。風切風切風切風切りりりり音音音音だけだけだけだけ」」」」とととと、、、、私私私私にににに説明説明説明説明したがしたがしたがしたが、、、、とんでもないとんでもないとんでもないとんでもない！！！！イイイイ゛゙゙゙～～～～

～～～～～～～～というというというという低低低低いいいい唸唸唸唸りりりり音音音音にからだをにからだをにからだをにからだを取取取取りりりり囲囲囲囲まれるまれるまれるまれる。。。。飛行機が飛んでいるような音となって、ゴォ～～～～と降り注ぐ。““““    いいいい

つまでもつまでもつまでもつまでも通通通通りりりり過過過過ぎていかないぎていかないぎていかないぎていかない飛行機飛行機飛行機飛行機    ””””が頭の上にいる。    

暫暫暫暫くそこにいたがくそこにいたがくそこにいたがくそこにいたが、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん頭頭頭頭のののの後後後後ろからろからろからろから額額額額のののの先先先先にににに向向向向かってぐらぐらしてきたかってぐらぐらしてきたかってぐらぐらしてきたかってぐらぐらしてきた。。。。    

おかしいなおかしいなおかしいなおかしいな・・・・・・・・とととと思思思思っていたらっていたらっていたらっていたら、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち胸胸胸胸とととと背中背中背中背中をををを両面両面両面両面からからからから押押押押さえられさえられさえられさえられるようなるようなるようなるような圧迫感圧迫感圧迫感圧迫感をををを感感感感じたじたじたじた。。。。ちょうど船酔いの

時に経験する、吐く手前の感じ。｢まずい・・・｣と思い、そこを離れようと歩き始めると、なんだか地面から足の裏が浮

き上がっているような感覚に襲われた。 

 

以前、熱川天目熱川天目熱川天目熱川天目でででで風車被害風車被害風車被害風車被害にあわれているにあわれているにあわれているにあわれている方方方方がががが「「「「真真真真っっっっ直直直直ぐにぐにぐにぐに歩歩歩歩けないけないけないけない・・・・・・・・・・・・」」」」とおっしゃった事があった。その時には

どんな感覚なのか想像がつかなかった。今、この体験で初めて、ああ、これがひどくなったら確かに真っ直ぐ歩けないだ

ろうな・・・と、とてもリアルに納得できた。 

目線をブレードからそらしてもモノが大きいのと数が多いのとで、視野からはずしきれない。規則的な動きなので、無意
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識に目の端のどこかで常に捉えてしまう。それがよけい吐きそうな気分に拍車をかける。｢これ以上は無理だな・・｣と退

散の準備。また明日来る事にした。 

 

 PM.7:00 （風速６m） 

六連町に戻る。 

風がだんだん強くなってきたので、再び久美原の風車を 300m～１kmの距離、東西南北、多方面から音の聴こえ方を確

認してみた。風が強くなれば騒音も比例する。ブレードが回るスピードは早くなり、風切り音も大きくなる。逆に、風車

からの距離が遠くなれば、勿論風切り音は小さくなる。 が、それでもその残音は風に乗って夜の空をぐるぐるまわり、

ウ゛ォ～～ンという唸りで降りそそいでくる。機械音と思われる下から来る微妙な低音と、頭の上で聴こえる小さな高音

は距離があっても知覚できる。 

 

PM.9:00 

細谷風力発電所の近隣にお住まいの Nさんに、昨夜泊めて頂いた Oさんのお宅で話を伺った。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

③③③③    ＮＮＮＮさんさんさんさん（（（（女性女性女性女性））））のののの話話話話    

「「「「風車風車風車風車がががが回回回回るようになってからるようになってからるようになってからるようになってから、、、、病院通病院通病院通病院通いいいい    ばっかりになってしまったばっかりになってしまったばっかりになってしまったばっかりになってしまった。。。。」」」」    

風車から 700m 前後の距離に住んでいるが、稼働し始めてから半年くらいで急に体調が悪くなり入院。検査の結果、心臓

のまわりに水が溜っていた。二週間入院して抜いた水は 600cc。MRI やエコー、CT で検査しても原因がわからない。膠原

病とも言われてあちこち回された。今でも二ヶ月に一回の病院通い。それが風車による影響なのかどうかは全く不明だが、

今までとは違うリズムで体調が崩れたのは確かだという。 

「風車風車風車風車がががが回回回回りりりり始始始始めてからめてからめてからめてから    すぐにすぐにすぐにすぐに頭頭頭頭とととと耳耳耳耳がががが痛痛痛痛くなりくなりくなりくなり、、、、それはそれはそれはそれは今今今今でもでもでもでも続続続続いているいているいているいている。。。。風車風車風車風車がががが少少少少しでもしでもしでもしでも回回回回るとるとるとると耳耳耳耳のののの奥奥奥奥がががが痛痛痛痛くなるくなるくなるくなる。。。。

家家家家とととと風車風車風車風車からからからから遠遠遠遠くくくく離離離離れるとそのれるとそのれるとそのれるとその症状症状症状症状はははは和和和和らぎらぎらぎらぎ、、、、からだがからだがからだがからだが楽楽楽楽になるになるになるになる。。。。」」」」更に夜になると、「「「「航空灯航空灯航空灯航空灯のののの光光光光がががが反射反射反射反射してしてしてして眠眠眠眠れないれないれないれない。。。。」」」」 

自宅の２階に入り込んだ光が壁に反射して眠りにつけず、現在２階には住めなくなった。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

完全な健康でない人にとって、風車からの音や低周波による影響は、通常よりも敏感に感じとり、数倍大きな苦痛となる

のではないだろうか。また、以前までの病状が悪化する事も考えられるのではないのか？ 

Nさんにいろいろなお話しをお聞きしながら１時間半くらい経った頃だろうか、急に Nさんが、 

「「「「ああああ、、、、耳耳耳耳のののの奥奥奥奥がすごくがすごくがすごくがすごく痛痛痛痛くなってきたくなってきたくなってきたくなってきた。。。。さっきからさっきからさっきからさっきからキキキキ～～～～～～～～ンンンンてするなとてするなとてするなとてするなと思思思思っっっっていたていたていたていたんんんんだけどだけどだけどだけど、、、、ごめんごめんごめんごめん、、、、痛痛痛痛くてちょっとくてちょっとくてちょっとくてちょっと

耐耐耐耐えられないえられないえられないえられない。。。。申申申申しししし訳訳訳訳ないけどないけどないけどないけど、、、、ここここここここ(O さん宅の低周波の状況 )はきついのではきついのではきついのではきついので帰帰帰帰りますねりますねりますねりますね。」。」。」。」と、引き上げていかれた。 

二重サッシに厚手のカーテンをひいていたのだが、毎日悩まされ続けている彼女にとっては、殆ど役に立たないようだっ

た。・・・にも関わらず耳が痛くなるのは、やはり可聴音だけではない成分(低周波音)があり、私のような一時的な体験

と、低周波を浴び続けている方の体感とでは、また違いがあるのかもしれない。 

 

 

★★★★    三日目三日目三日目三日目        2008200820082008・・・・11111111・・・・28282828（（（（金金金金）））） 

 AM.7:00～AM.９:00  (風速８ｍ) 

久美原風車を再び体感。 

この風速下での風車の騒音は相当うるさい。しかし、これが風車としては一番安定している状態だという。先に表現した

『『『『上空上空上空上空をいつまでたってもをいつまでたってもをいつまでたってもをいつまでたっても去去去去っていかないっていかないっていかないっていかない飛行機飛行機飛行機飛行機』』』』は、『『『『低空低空低空低空でででで飛飛飛飛びびびび続続続続けるけるけるけるセスナセスナセスナセスナ機機機機』』』』となっているとなっているとなっているとなっている。。。。 
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風のある時と無い時を比べて気がついた事は、からだにからだにからだにからだに受受受受けるなんともけるなんともけるなんともけるなんとも言言言言えないえないえないえない圧迫感圧迫感圧迫感圧迫感はははは、、、、風風風風がががが強強強強くてくてくてくて風車風車風車風車ががががガンガンガンガンガンガンガンガン

回回回回っているっているっているっている時時時時よりもよりもよりもよりも、、、、ゆゆゆゆ～～～～っくりっくりっくりっくり回回回回っているっているっているっている時時時時のののの方方方方がきついというがきついというがきついというがきついという事事事事だだだだ。。。。 

 

AM.11:00  (風速９ｍ) 

昨日も訪れた《渥美風力発電所》（南伊豆町に建つ風車と同じ）へ到着。 

頂上近くの風車まで行って息をのんだ！風車風車風車風車がががが落落落落とすそのとすそのとすそのとすその『『『『影影影影』』』』のののの大大大大きさきさきさきさにににに。。。。 

巨大な風車は影も巨大だ。その巨大な影が、丘いっぱいにグルン・グルンと回る異様な景色。光が降り注ぐ草原地で、常

に規則的に目線のどこかを横切っていく“ 黒い影 ” 。岩や立木など、少しでも凹凸凹凸凹凸凹凸があるとそこをがあるとそこをがあるとそこをがあるとそこを斬斬斬斬りつけるようにりつけるようにりつけるようにりつけるように

影影影影がががが走走走走りりりり、、、、つい目を奪われてしまう。起伏起伏起伏起伏のあるのあるのあるのある地面地面地面地面ではではではでは、、、、ブレードブレードブレードブレードのののの影影影影はぐんにゃりはぐんにゃりはぐんにゃりはぐんにゃり曲曲曲曲がってがってがってがって回回回回るるるる。。。。きっと月夜月夜月夜月夜のののの晩晩晩晩

にもにもにもにも、、、、このようなこのようなこのようなこのような事事事事がががが起起起起きるのだろうきるのだろうきるのだろうきるのだろう。。。。からだが昨日のように辛くなってきたので、丘を下る事にした。 

 

 PM.3:00 

259号線をトヨタ自動車工場に向かって進む。

海岸線沿い、宇津江付近だろうか。海を見よう

と道路をはずれて海岸に出た。 

左は半島突端、最西の渥美風車群、右は田原市

最東にある臨海公園の田原臨海風車群、その地

点からそれぞれ 15km は離れているのに、風

車群を一望できる。 

 

のどかだった であろう美しい畑の続く風景

は、景観も考えずにぼこぼこ建てられた送電塔

と、あちこちに張られた送電線で あやとりの

ようになっている。 

 

静岡県は、『『『『風車半島風車半島風車半島風車半島・・・・伊豆半島伊豆半島伊豆半島伊豆半島』』』』とととと目標目標目標目標をををを 

 

R259から田原臨海風力発電所を望む 

立立立立てているらしいがてているらしいがてているらしいがてているらしいが、、、、伊豆半島伊豆半島伊豆半島伊豆半島のののの人人人人々々々々はははは本当本当本当本当ににににそうなるそうなるそうなるそうなる事事事事をををを望望望望んでいるのだろうかんでいるのだろうかんでいるのだろうかんでいるのだろうか？？？？ 

 

PM.5:30  (風速１６ｍ) 

《田原臨海風力発電所》到着。 

この風力発電所から見て、道路の向こう側の分譲住宅地は近いところでも風車から１km は離れている。 

この状況ならば、以前 事業者が私に言ったように、「問題や苦痛を感じている方はいない」かもしれないと思っていたの

だが、地元の店や地元の方々の話を伺って驚いた。 

 

④④④④    田原臨海風力発電所近隣田原臨海風力発電所近隣田原臨海風力発電所近隣田原臨海風力発電所近隣のののの方方方方々々々々のののの話話話話    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

「「「「このこのこのこの地域地域地域地域でででで風車風車風車風車によるによるによるによる被害被害被害被害がががが全全全全くないとはくないとはくないとはくないとは、、、、とんでもないとんでもないとんでもないとんでもない！！！！    ただただただただ、、、、言言言言えないだけだえないだけだえないだけだえないだけだ。」。」。」。」 

おおやけに口を開く事ができなければ問題を抱えている人がいても、““““    問題問題問題問題なしなしなしなし    ””””と事業者や自治体に片付けられてし

まうという事だ。 しかししかししかししかし、、、、問題問題問題問題はあったはあったはあったはあった。。。。 
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「「「「このこのこのこの町町町町はははは『『『『 T T T T社社社社にににに    食食食食わせてもらっているわせてもらっているわせてもらっているわせてもらっている』』』』というというというという意識意識意識意識があるがあるがあるがある。。。。」」」」    

「「「「喉喉喉喉までまでまでまで出出出出かかっているがかかっているがかかっているがかかっているが、、、、言言言言えないえないえないえない。」。」。」。」    

    

個人宅では毎年、盆・正月に頂きものをする。しかし受けとれば、T 社に 関する事には口をつぐむしかないし、地区で

みんなに配られるものを受け取らない訳にはいかない。「「「「問題問題問題問題があってもがあってもがあってもがあっても、、、、そそそそれをれをれをれを言言言言えるようなえるようなえるようなえるような状況下状況下状況下状況下にににに置置置置かれていないかれていないかれていないかれていない。。。。

我慢我慢我慢我慢をするしかないをするしかないをするしかないをするしかない。」。」。」。」 

「「「「このこのこのこの距離距離距離距離でもでもでもでも風車風車風車風車からのからのからのからの騒音騒音騒音騒音・・・・低周波低周波低周波低周波でででで眠眠眠眠れないれないれないれない・・・・耳耳耳耳がががが痛痛痛痛いいいい・・・・・・・・などなどなどなど、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな症状症状症状症状がががが出出出出ているているているている人人人人ががががいるいるいるいる。。。。地元住地元住地元住地元住

民民民民でででで耐耐耐耐えられなくなったえられなくなったえられなくなったえられなくなった人達人達人達人達はははは、、、、家家家家をををを出出出出てててて遠遠遠遠くへくへくへくへ移動移動移動移動してしまったしてしまったしてしまったしてしまった。。。。」」」」    

    

転勤族もいる。「「「「そういうそういうそういうそういう家族家族家族家族はははは数年数年数年数年でででで引引引引っっっっ越越越越すのですのですのですので、、、、敢敢敢敢えてえてえてえて口口口口をををを開開開開くくくくことはしないことはしないことはしないことはしない。」。」。」。」    

「「「「社員社員社員社員のののの中中中中にもにもにもにも持持持持ちちちち家家家家のののの人人人人がいるががいるががいるががいるが、、、、住住住住めなくてめなくてめなくてめなくて家家家家をををを捨捨捨捨てててててててて移動移動移動移動したしたしたした人人人人もいるもいるもいるもいる。」。」。」。」 

被害に遭われている人々が移動して、そこに人がいなくなれば「「「「被害被害被害被害ははははないないないない(事業者の発言)」」」」という事なのだろう。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

PM. 7:00  (風速１６ｍ) 

《田原臨海風力発電所》 

《田原風力発電所》 

 

風速計は 14.5m～16m の間をいったりきたりしている（瞬間的に 18m）。車から降りると、台風のように吹きつける風

に身体ごと飛ばされそうだった。 

夜見る風車は更に大きく感じられ、驚異的な圧迫感がある。工業地帯の中にあってさえ、強烈なインパクトを与えるこの

巨大巨大巨大巨大なななな物体物体物体物体がががが、、、、静静静静かなかなかなかな夜夜夜夜のののの山山山山々々々々とととと星空星空星空星空だけをだけをだけをだけを仰仰仰仰ぐぐぐぐ南伊豆南伊豆南伊豆南伊豆のののの民家民家民家民家のののの間近間近間近間近にににに 17171717 基基基基もももも建建建建ったらったらったらったら・・・・・・・・・・・・とととと想像想像想像想像

してしまったしてしまったしてしまったしてしまった。。。。一体一体一体一体、、、、どれだけのどれだけのどれだけのどれだけの苦痛苦痛苦痛苦痛をををを強強強強いられるのかいられるのかいられるのかいられるのか恐怖恐怖恐怖恐怖であるであるであるである。。。。    

  

風車の下で一晩 車中泊をして低周波の実情を体験するつもりで来ていたのだが、この騒音にはすっかり気がめいってし

まった。夜 8:00 頃、お話を聞かせてくださるという“S さん”という方から携帯電話に連絡があり、やっとその場から

逃げ出す決心がついた。 

 

PM. 9:00 

Sさんはのお宅は、風車からかなり離れたところに在る。平成 16年には Sさん宅の近隣も、風力発電所の候補地にあが

っていた。そして“Ｍ社”が事前説明をしに自治会、並びに土地改良区とそれぞれにやって来た。その時に土地改良区で

行われた説明会の内容を話してくださった。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⑤⑤⑤⑤ S S S S さんのさんのさんのさんの話話話話    

「「「「そのそのそのその頃頃頃頃、、、、私私私私はははは土地改良区土地改良区土地改良区土地改良区のののの役員役員役員役員だったのでだったのでだったのでだったので、、、、事前説明事前説明事前説明事前説明でででで立立立立ちちちち合合合合うううう事事事事になったになったになったになった。。。。風車風車風車風車そのものについてはそのものについてはそのものについてはそのものについては、、、、平成平成平成平成 16161616 年年年年のののの

そのそのそのその時点時点時点時点ではよくわからなかったではよくわからなかったではよくわからなかったではよくわからなかった。。。。」」」」しかし、事業者の説明する内容がおかしい事に気付いた。 

“Ｍ社”は、風力発電事業を説明する話の中に、この町が困っている“産廃不法投棄問題”をあげ、「風車が建てば不法

投棄は止まる。」と言ってきた。どこに根拠があるのかＳさんが聞くと、「千葉県のある地域で、風力発電所ができてから

不法投棄が止まった。」と事業者は言った。 
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・・それはおかしいと Sさんは思ったそうだ。 

 

「「「「私私私私はははは産廃問題産廃問題産廃問題産廃問題ににににずっとずっとずっとずっと関関関関わってきたのでわってきたのでわってきたのでわってきたので知知知知っているっているっているっているのだのだのだのだがががが、、、、あれはあれはあれはあれは産廃産廃産廃産廃ＧＧＧＧメンメンメンメンのののの働働働働きやきやきやきや、、、、知事知事知事知事がががが変変変変わったりわったりわったりわったりしたしたしたした等等等等、、、、

他他他他のののの要因要因要因要因でででで止止止止まったのであってまったのであってまったのであってまったのであって、、、、風力発電事業風力発電事業風力発電事業風力発電事業によってによってによってによって止止止止まったまったまったまったののののではないではないではないではない。。。。千葉県千葉県千葉県千葉県のののの風車建設風車建設風車建設風車建設前前前前にににに、、、、産廃産廃産廃産廃のののの不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄

はははは既既既既にににに止止止止まっていたまっていたまっていたまっていた。。。。風力発電所風力発電所風力発電所風力発電所ができたのはができたのはができたのはができたのは、、、、それからそれからそれからそれから随分後随分後随分後随分後のののの事事事事。。。。他他他他にもにもにもにも『『『『風車風車風車風車がががが建建建建てばてばてばてば観光地観光地観光地観光地になるになるになるになる』』』』とかとかとかとか、、、、地地地地

元元元元がががが欲欲欲欲しがりそうなしがりそうなしがりそうなしがりそうな話話話話をををを、、、、さもさもさもさも簡単簡単簡単簡単にににに手手手手にににに入入入入るかのようにるかのようにるかのようにるかのように言言言言ったったったった」」」」 

 

「「「「次次次次にににに、、、、環境影響調査環境影響調査環境影響調査環境影響調査をやるにあたをやるにあたをやるにあたをやるにあたってってってって、、、、このこのこのこの辺辺辺辺はははは渡渡渡渡りりりり鳥鳥鳥鳥がががが多多多多いしいしいしいし、、、、バードストライクバードストライクバードストライクバードストライクのののの心配心配心配心配もあるのでもあるのでもあるのでもあるので、、、、こちらからこちらからこちらからこちらから、、、、

このこのこのこの辺辺辺辺りのりのりのりの野鳥野鳥野鳥野鳥についてについてについてについて詳詳詳詳しいしいしいしい““““ O O O O 先生先生先生先生    ””””をををを推薦推薦推薦推薦したしたしたした。。。。するとするとするとすると事業者事業者事業者事業者はははは、、、、『『『『そのそのそのその人人人人はははは、、、、色色色色がついているからがついているからがついているからがついているからダメダメダメダメだだだだ。。。。我我我我々々々々

のののの方方方方できちんとやるできちんとやるできちんとやるできちんとやる。。。。』』』』とととと言言言言いいいい出出出出したしたしたした。。。。」」」」 

しかし、この地域で野鳥のアセスといったら彼以外に適任者はいない。現地の人達は皆、そういう見解を持っている。な

のに、それが駄目だというのはおかしな話ではないか。 

 

更に、自治会に年間・１基 40 万円 × 基数分の協力金を毎年出すという。「「「「金金金金をををを渡渡渡渡すというすというすというすという事事事事はははは、、、、何何何何かのかのかのかの我慢料我慢料我慢料我慢料ではなではなではなではな

いのかいのかいのかいのか？？？？」」」」    金をもらってしまったら、建設後に何か問題が起こったとしても、もう文句は言えないという事ではないの

か？ 

「「「「そのそのそのその時時時時はははは、、、、““““風車風車風車風車はよいものはよいものはよいものはよいもの””””とととと思思思思っていたのでっていたのでっていたのでっていたので、、、、風車自体風車自体風車自体風車自体がおかしいとはがおかしいとはがおかしいとはがおかしいとは思思思思わなかったわなかったわなかったわなかった。。。。勿論勿論勿論勿論、、、、自治会役員自治会役員自治会役員自治会役員のののの中中中中にはにはにはには

事業者事業者事業者事業者のののの説明説明説明説明についてについてについてについて、、、、疑問疑問疑問疑問をををを持持持持たなかったたなかったたなかったたなかった者者者者もいるもいるもいるもいる。。。。」」」」    

「「「「しかししかししかししかし私私私私はははは、、、、事業事業事業事業のののの説明内容説明内容説明内容説明内容やややや進進進進めめめめ方方方方、、、、やりやりやりやり方方方方がすごくおかしいとがすごくおかしいとがすごくおかしいとがすごくおかしいと感感感感じたじたじたじた。。。。そしてそしてそしてそして事業者事業者事業者事業者とととと何度何度何度何度かやりかやりかやりかやり合合合合っているうっているうっているうっているう

ちにちにちにちに、、、、そこにそこにそこにそこに風車風車風車風車をををを建設建設建設建設するするするする話話話話はなくなったはなくなったはなくなったはなくなった。」。」。」。」 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

地域の代表となる人間は、人々を守る義務があるはずだ。 

Sさんが行動したように、地域地域地域地域のののの代表代表代表代表はははは影影影影にににに隠隠隠隠れているれているれているれている嘘嘘嘘嘘にににに気気気気づきづきづきづき、、、、目目目目のののの前前前前のののの欲欲欲欲やややや巧巧巧巧みなみなみなみな言葉言葉言葉言葉にににに騙騙騙騙されずされずされずされず、、、、きちんとそのきちんとそのきちんとそのきちんとその

後後後後をををを深深深深くくくく考考考考ええええ、、、、事業者事業者事業者事業者とととと対峙対峙対峙対峙しなければしなければしなければしなければ、、、、事業者事業者事業者事業者のやりたいようにのやりたいようにのやりたいようにのやりたいように進進進進められてしまうめられてしまうめられてしまうめられてしまう。。。。事業者の説明を鵜呑みにせず、

その先に起こりうるリスクを考えなければいけない。行政や地区の代表が迂濶であれば、あとは住民達が勇気と意志を強

く持つしかない。““““    建建建建ってしまったらってしまったらってしまったらってしまったら、、、、もうもうもうもう遅遅遅遅いいいい””””のだ。 

 

 

★★★★    四日目四日目四日目四日目（（（（最終日最終日最終日最終日））））2008200820082008・・・・11111111・・・・29292929（（（（土土土土））））晴晴晴晴れれれれ    

AM. 10:00   

“Ｍ 社”が建てた 細谷風力発電所付近では、まだまだたくさんの被害者の方々がいらっしゃるようだ。その方々のお話

を伺うことができた。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

    

⑥⑥⑥⑥    ＭＭＭＭさんさんさんさん（（（（女性女性女性女性））））のののの話話話話（風車から約 700ｍの場所に住んでいる。） 

「「「「なんとなんとなんとなんと表現表現表現表現したらしたらしたらしたらいいでしょうかいいでしょうかいいでしょうかいいでしょうか。。。。胸胸胸胸をををを前後前後前後前後からからからからグーッグーッグーッグーッとととと圧迫圧迫圧迫圧迫されているされているされているされている感覚感覚感覚感覚でででで、、、、常常常常にににに苦苦苦苦しいしいしいしいんですんですんですんです。。。。」」」」    

    

「「「「医者医者医者医者にににに行行行行ってもってもってもっても異常異常異常異常がなくがなくがなくがなく、、、、更年期障害更年期障害更年期障害更年期障害ではないかとではないかとではないかとではないかと言言言言われてしまうわれてしまうわれてしまうわれてしまう。。。。風車風車風車風車がががが稼動稼動稼動稼動してからそのしてからそのしてからそのしてからその症状症状症状症状はははは始始始始まりまりまりまり、、、、良良良良くくくく
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なるなるなるなる事事事事はなくはなくはなくはなく常常常常にににに身体身体身体身体がががが重重重重いいいい。。。。しかししかししかししかし、、、、風車風車風車風車からからからから遠遠遠遠くくくく離離離離れたれたれたれた地地地地にににに出出出出かけるとかけるとかけるとかけると、、、、そのそのそのその間間間間だけはだけはだけはだけは胸胸胸胸のののの圧迫感圧迫感圧迫感圧迫感がががが弱弱弱弱まりまりまりまり、、、、苦苦苦苦しししし

いいいい感覚感覚感覚感覚からからからから解解解解放放放放されるされるされるされる。。。。誰誰誰誰にもにもにもにも理解理解理解理解してもらえずしてもらえずしてもらえずしてもらえず、、、、誰誰誰誰にもにもにもにも低周波低周波低周波低周波によるによるによるによる被害被害被害被害ともともともとも認認認認めてもらえないめてもらえないめてもらえないめてもらえない。」。」。」。」    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

⑦⑦⑦⑦    ＡＡＡＡさんのさんのさんのさんの話話話話（風車から 600m の位置に居住）    

「「「「とにかくとにかくとにかくとにかく、、、、夜寝夜寝夜寝夜寝てもてもてもても夜中夜中夜中夜中のののの２２２２時時時時～～～～３３３３時頃時頃時頃時頃になるとになるとになるとになると毎晩毎晩毎晩毎晩、、、、起起起起きてしまうきてしまうきてしまうきてしまう。。。。寝寝寝寝たたたた気気気気がせずがせずがせずがせず、、、、常常常常にににに睡眠不足睡眠不足睡眠不足睡眠不足。。。。寝覚寝覚寝覚寝覚めがめがめがめが悪悪悪悪くくくく、、、、

頭頭頭頭がががが重重重重いいいい。」。」。」。」    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

更に驚いた事に、風車から自宅まで３３３３kmkmkmkmも離れているにも関わらず、低周波被害を訴える方がいた。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

⑧⑧⑧⑧    ＯＯＯＯさんのさんのさんのさんの話話話話        住まいは風車から３ｋｍ離れている。（前出のＯ氏とは別の方）    

「「「「３３３３kmkmkmkm もももも離離離離れているかられているかられているかられているから、、、、大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫だとだとだとだと思思思思っていたっていたっていたっていた。。。。・・・・・・・・・・・・まさかまさかまさかまさか自分自分自分自分がががが・・・・・・・・とととと思思思思ったったったったよよよよ。。。。    

風車風車風車風車からのからのからのからの騒音騒音騒音騒音はははは聴聴聴聴こえこえこえこえるがるがるがるが、、、、夜中夜中夜中夜中かすかにかすかにかすかにかすかに聴聴聴聴こえるこえるこえるこえる程度程度程度程度なのでなのでなのでなので、、、、最初最初最初最初はははは何故起何故起何故起何故起こされるのかわからなかったこされるのかわからなかったこされるのかわからなかったこされるのかわからなかった。。。。低周波低周波低周波低周波

のののの被害被害被害被害はははは２２２２ｋｍｋｍｋｍｋｍ位位位位までまでまでまでとととと聞聞聞聞いていたのだがいていたのだがいていたのだがいていたのだが・・・・・・・・。。。。しかししかししかししかし、、、、現現現現にににに私私私私はははは３３３３ｋｍｋｍｋｍｋｍ    離離離離れていてもれていてもれていてもれていても苦苦苦苦しんでいるしんでいるしんでいるしんでいる。。。。今今今今でもでもでもでも眠眠眠眠れないれないれないれない

日日日日々々々々はははは続続続続いているいているいているいている。」。」。」。」    

    

「「「「風車風車風車風車稼動後稼動後稼動後稼動後すぐにすぐにすぐにすぐに症状症状症状症状がががが出出出出たたたた。。。。今今今今までとはまでとはまでとはまでとは違違違違うううう体体体体のののの感覚感覚感覚感覚でででで、、、、夜眠夜眠夜眠夜眠れなくなったれなくなったれなくなったれなくなった。。。。    

寝寝寝寝ついてもついてもついてもついても、、、、夜中夜中夜中夜中２２２２時時時時～～～～３３３３時頃起時頃起時頃起時頃起こさこさこさこされてしまうれてしまうれてしまうれてしまう。。。。そのようなそのようなそのようなそのような時間時間時間時間にににに起起起起こされるものだからこされるものだからこされるものだからこされるものだから、、、、毎日寝覚毎日寝覚毎日寝覚毎日寝覚めがめがめがめが非常非常非常非常にににに悪悪悪悪いいいい。。。。」」」」    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

このような辛い生活を強いられている方々が、実はたくさんいらっしゃったのだ。 

また、田原臨海風力発電所の周囲でこのような事も起こったという。    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⑧⑧⑧⑧    ＯＯＯＯさんのさんのさんのさんの話話話話 

「「「「13131313 基基基基のののの風車風車風車風車がががが建建建建っているっているっているっているＴＴＴＴ社社社社工場周辺工場周辺工場周辺工場周辺からからからから、、、、海上沖海上沖海上沖海上沖２２２２ｋｍｋｍｋｍｋｍにににに『『『『姫島姫島姫島姫島』』』』というというというという無人島無人島無人島無人島があるがあるがあるがある。。。。そこへそこへそこへそこへ友人達友人達友人達友人達とととと船船船船でででで遊遊遊遊びびびび

にににに行行行行ったったったった。。。。島島島島にににに渡渡渡渡ってしばらくってしばらくってしばらくってしばらく遊遊遊遊びびびび、、、、浜浜浜浜にににに寝転寝転寝転寝転がっていたがっていたがっていたがっていた。。。。暫暫暫暫くしてくしてくしてくして、、、、さてさてさてさて起起起起きききき上上上上がろうとするとがろうとするとがろうとするとがろうとすると、、、、身体身体身体身体がががが全全全全くくくく言言言言うううう事事事事

をきかないをきかないをきかないをきかない。。。。自分自分自分自分のののの意志意志意志意志ではではではでは起起起起きききき上上上上がれないがれないがれないがれない状態状態状態状態になっておりになっておりになっておりになっており、、、、友人友人友人友人がががが手手手手をををを引引引引っっっっ張張張張ってってってって助助助助けけけけ起起起起こしてくれたこしてくれたこしてくれたこしてくれた。。。。」」」」    

 

「「「「起起起起きききき上上上上がったがったがったがった時時時時にはにはにはには、、、、頭頭頭頭のののの後後後後ろがろがろがろが殴殴殴殴られたられたられたられた様様様様にずっしりとにずっしりとにずっしりとにずっしりと重重重重かったかったかったかった。。。。圧迫感圧迫感圧迫感圧迫感ややややらららら気持気持気持気持ちがちがちがちが悪悪悪悪いやらでいやらでいやらでいやらで、、、、そのそのそのその島島島島にいるにいるにいるにいる

事事事事はもうできなかったはもうできなかったはもうできなかったはもうできなかった。。。。友人友人友人友人はははは身体身体身体身体をををを横横横横たえていたえていたえていたえていなかったせいかなかったせいかなかったせいかなかったせいか、、、、私私私私のようなひどいのようなひどいのようなひどいのようなひどい症状症状症状症状にににに陥陥陥陥るるるる事事事事はなかったはなかったはなかったはなかった。。。。」」」」 

 

「あの付近の魚が、いなくなるわけだよ・・・」Oさんはポツリとそう言われた。    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

 

PM.2:00 

お世話になった方々に挨拶を済ませ、いよいよ帰路についた。被害を受けている方々にお話を伺って、｢今更反対しても、

もう遅い｣とあきらめてしまったら南伊豆の町は壊れていくのだ、と痛感した。 

事業者は地域住民に「“被害”が起きたら保証します」と、簡単に約束する。しかし 実際に被害が起こっても、どこの場
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所のどの業者も、その住民の“被害”をなかなか認めようとしない。 

事業者達事業者達事業者達事業者達がががが言言言言うううう「「「「保証保証保証保証するするするする」」」」とはとはとはとは、、、、運転運転運転運転をををを止止止止めずにめずにめずにめずに事業事業事業事業をををを続行続行続行続行するするするする為為為為のののの一時的一時的一時的一時的なななな策策策策でしかでしかでしかでしかなくなくなくなく、、、、何何何何かかかか問題問題問題問題がががが起起起起こったとこったとこったとこったと

してもしてもしてもしても、、、、応急応急応急応急処置処置処置処置をそのをそのをそのをその都度行都度行都度行都度行なうだけなうだけなうだけなうだけなのだなのだなのだなのだ。。。。    

    ““““風車風車風車風車のののの被害被害被害被害””””がががが公害公害公害公害としてとしてとしてとして認認認認められるめられるめられるめられるまでにはまでにはまでにはまでには何年何年何年何年もかかるもかかるもかかるもかかるだろうだろうだろうだろう。。。。    

    

事業者達は「他社の風車に比べ、当社の機種は静かです。」と 南伊豆だけでなく、どの計画地でも同じ事を言っていた。

今回話を聞かせていただいた皆さんも、 

「「「「うちうちうちうち等等等等のののの所所所所にににに建建建建てるてるてるてる時時時時もももも『『『『ウチウチウチウチのののの会社会社会社会社のののの風車風車風車風車はははは静静静静かだかだかだかだ』』』』とととと言言言言われたわれたわれたわれた。。。。ところがどうだところがどうだところがどうだところがどうだ、、、、蓋蓋蓋蓋をををを開開開開けてみりゃけてみりゃけてみりゃけてみりゃ、、、、騒音騒音騒音騒音やややや低低低低

周波周波周波周波でででで悩悩悩悩まされまされまされまされ続続続続けているけているけているけている！」！」！」！」と、声を揃えておっしゃっていた。 

事業事業事業事業者者者者はははは風車風車風車風車とととと住民住民住民住民のののの共存共存共存共存をををを考考考考えているわけではなえているわけではなえているわけではなえているわけではないいいい。。。。利益利益利益利益がががが優先優先優先優先なのだなのだなのだなのだ。。。。風車が建ってしまえば、何か問題が起こっ

ても騒がれないギリギリの処置しか行わず、根本的な解決には向かわない。 

しかし風車が建つ前ならば、建設途中であろうと、住民の安全が確保できない限り、住民の不安の声を無視して工事を押

し進める事はできないはずだ。風車が建ってしまって、大勢の被害者が出る前に何かできる手だてはないものか。 

様々な思いで いっぱいになりながら、PM.9:00頃、南伊豆町に帰りついた。 

 

 

 

 

 

付付付付            記記記記 

 

 今回の旅で“風車”とはどのようなものかを、あらゆる天候・風況体験した。そして風車が人にどん

な悪影響を与えるかを、苦しみを抱えた大勢の方々とお会いして、この目と耳で確かめる事もできた。 

 

大きな金が動く風力発電施設建設は、事業進行も強引になりがちだ。 

「風車は未来のため、世界のため」と事業者は大義名分を振りかざす。地域住民を無視した 一方的で

性急な風車建設が、多くの人々を苦しめている。風車建設の為にはあらゆる手を使って、住民の“不安

の声”を抑え込み、いい加減なアセスメントを行い、建設を押進める。その結果が、日本各地で健康被

害を多発させ、環境破壊に輪をかけているのだ。 

 

では何故、『環境に良いもの』であるはずの風車が『脅威的な危険物』と化してしまうだろう？ 

それは、未だ規制する法が無い“自然エネルギー導入”という国策に、事業者が便乗し傍若無人に建

設を行うからだ。健康被害を出すような事業を行っても、風車を規制する法律がない為に、罰せられる

心配がないからである。 

 

 以前､南伊豆町に説明に来た事業者達に、他県で風車被害に遭われ苦しんでいる方々の報道や記事に

ついて質問したことがある。ある事業者は、 

 

「「「「一部一部一部一部のののの住民住民住民住民ににににスポットスポットスポットスポットをををを当当当当ててててたたたた映像映像映像映像がががが、、、、大事大事大事大事のようのようのようのようにににに流流流流れてしまっただけれてしまっただけれてしまっただけれてしまっただけ（Ｍ（Ｍ（Ｍ（Ｍ社社社社））））」」」」と答えた。 

“一部”とは何事だろうか。仮に少人数だとしても、風車の被害者が実際におり、悩み苦しんでいる事
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が最も重要な問題ではないか。また、ある事業者は 

 

「「「「わがわがわがわが社社社社ではではではでは、、、、被害被害被害被害やややや問題問題問題問題をををを一切出一切出一切出一切出していないしていないしていないしていない。（Ｊ。（Ｊ。（Ｊ。（Ｊ社社社社）」）」）」）」と答えた。 

被害の声をあげられない人々がいるのを知っていても、公にならなければ「被害は出ていない」と胸を

張る。 

問題を正面から解決せずに、何度も同じ過ちを繰り返す事業姿勢。取り締まる法が無い事を盾に、「法

は侵していない」と公言し、彼らは今もなお日本各地で風車建設を強引に進めている。 

 

行政の責任も然りだ。どの町も、風力発電事業の計画内容を大々的に、きちんと住民に伝えることを

しない。住民に騒がれないよう小さな知らせのみに留め、既成事実を作っていく。そんな小細工をして

いくうちに、町行政はいつの間にか事業者の手先のように、住民の声を抑え込む側となる。もはや彼ら

は自分達を守る事で精一杯となり、住民は町にさえ守ってもらえなくなる・・・。 

保身にまわる町、さらには県・国行政の対応が被害を拡大させている。 

風力発電事業は私達の税金で成り立っている。しかし、そんな態度で対応する町や県や国に、私達は

税金を払わなければならないのか。私達は自分自身を苦しめる為に、お金を払うようなものではないか。 

苦しめられるのは、もちろん大人だけではない。これから育っていく地域の子供達にも危険は及ぶ。

「もう建つのだ、反対してももう遅い」と、私たちがあきらめることは事業者の思うツボだ。目に見え

ない圧力や策略に屈したら、大事な子供達の健康さえ守ることはできない。 

 

私達が今回の旅で、この目で確かめた事や知りえた事実は、建設を押進めたい事業者や、受け入れを

許可してしまった町行政からすれば、知られたくない事実ばかりだろう。もしかしたら、この記録はそ

んな彼らに「一部の出来事に焦点を当てた偏見報告」、「反対したいが為の大袈裟な表現」あるいは、「小

さな事を大事のように吹聴するホラ吹き」と片付けられてしまうかもしれない。 

しかし、私はこう思うのだ。“風力発電事業”に対して 大きな疑問を持ったならば、「危惧が払拭で

きない」、「事業に納得できない」、「身の安全が確実でない」と、いろいろな観点から事業者や町、そし

て県や国行政に質問・意見を投げかけていくことが大事だと。 

もし建ってしまったら、様々な被害が起こる可能性は大きく、そして被害が起こったその時から、住

民と風車の長い闘いが待っている。 

 

大人しく我慢して、つけいられた町には、いずれまた“新しい何か”がやって来るかもしれない。た

だやみくもに「自然エネルギーだ」「未来エコだ」と流行りのような吹聴に、私たちは踊らされるので

はなく、一人一人のしっかりした意識で、正しいエコロジーの姿に変えていくべきではないだろうか。 

 

 

 

レポート／ M・M ＆ Y・C 


